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 会津あかべぇ通信 Vol.61  
2011年4月15日発行 

 
このたびの「東日本大震災」で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 
一日も早い復興と皆様が安全•安心•健康に過ごされますよう願っております。 
 
c o n t e n t s ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
１）知っ得！話題 
●会津17市町村の物産品が揃う 

     「十七市町村物産市場 会津ブランド館」が新装オープン 
 ●会津あかべぇ通信「ありがとう！メルマガキャンペーン」 
                  いよいよ 4月 30 日締め切りです！ 
２）イベント情報 
●新緑を愛でながら会津本郷焼の器で茶の湯を楽しむ大茶会 
●桜と桜を結ぶウォーキングと永田の三十三観音巡り 
                「南会津桜ウォーク」実施いたします 

３）会津鉄道からおすすめ情報 
 ●会津鉄道 会津下郷駅 
４）会津のいい湯★セレクション●会津高原温泉［南会津町］ 
５）大内宿からラブレター●分家扇屋（手作りの店 宿工房） 
６）会津の郷土料理●大根干し煮 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－１●会津 17 市町村の物産品が揃う 
「十七市町村物産市場 会津ブランド館」が新装オープン 

 
 懐かしい町並みが観光客に人気の七日
町通りの一角に「会津ブランド館」が新装
オープンしました。 
大正浪漫をモチーフにした店内には、１
７ある会津の市町村別にブースを設け、味
自慢のお米や地酒を中心に、店舗バイヤー
が現地に赴き足で集めた一押しのおすす
め物産品が揃っています。 
和装姿のスタッフがおもてなしする「大

正浪漫カフェ栞 Shiori」はアンティーク家
具のおちついた雰囲気と、手軽なランチやド
リンク、スイーツを楽しめるくつろぎスポッ
ト。 
会津のいいモノをお探しの際はぜひ足を

運んでみませんか？ 
◎営業時間…10 時〜18 時、無休 
 
お問い合わせ先／ 
十七市町村物産市場 会津ブランド館 
TEL0242-25-4141 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１）知っ得！話題－２● 
会津あかべぇ通信「ありがとう！メルマガキャンペーン」 

いよいよ 4月 30 日締め切りです！ 
 
プレゼント／ 
キャンペーン終了後、抽選で 50 名様に、
会津鉄道オリジナル会津木綿ブックカバ
ーをプレゼントいたします。 
 
お問い合わせ／ 
会津鉄道株式会社 営業課  
TEL 0242-28-5886 
FAX 0242-26-9730 
 

お申し込み／PC からの登録      http://www.aizutetsudo.jo/mag/ 
      携帯電話からの登録    http://www.aizutetsudo.jp/i/mag/ 
 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=782 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

２）イベント情報－１● 
新緑を愛でながら会津本郷焼の器で茶の湯を楽しむ大茶会 
【これからイベントのイチオシ情報！】 
『炎の郷・向羽黒山城跡ふれあい茶会』 
 
開催日／平成 23 年 5月 29 日（日）予定  
茶 会／午前 10 時〜 
場 所／会津美里町本郷地域・向羽黒山城跡周辺 
 

 会津地方に茶道文化を広めたとされている
戦国武将、芦名盛氏の山城跡を会場に催される
「ふれあい大茶会」。 
さわやかな新緑に包まれる野外の茶席のほ

か、数カ所に設けられた会場では、初めての方
でも気軽に薄茶や濃茶を楽しむことができま
す。 
 

お問い合わせ先／会津美里町観光協会 
TEL0242-56-4882 
[情報はこちら！] http://misatono.jp/ 
 
 

※イベントにつきましては都合により日程・内容が変更になる場合があります。ご確認く
ださい。 
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２）イベント情報－２● 
桜と桜を結ぶウォーキングと永田の三十三観音巡り 

     「南会津桜ウォーク」実施いたします。 
【これからイベントのイチオシ情報！】 

     
開催日／5月１日（日） 午前 9時 30 分～受付 
集 合／会津田島駅 
      
 会津田島駅をスタートし、阿賀川河川敷～びわのか
げ運動公園～永田の堰堤桜と、桜を結ぶコースを歩き
ます。 
 景勝の地でもある鷲山の山腹に配置された三十三基
の石仏群をまわる、永田の三十三観音巡りもコースに
入っております。  
 
お問い合わせ／ 
会津鉄道株式会社 営業課 
TEL 0242-28-5886 FAX 0242-26-9730 

 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=114 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

3）会津鉄道からおすすめ情報●会津鉄道 会津下郷駅 
  【会津鉄道からおすすめ情報をお届けします！】 

 
 
 
 
 
 
 

会津鉄道 会津下郷駅 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=395 
 
 

 
 
●4/2（土）～ 中学生の皆さまにお得なきっぷ 大好評発売中！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=422 
 
●【会津鉄道＆レトロバス「猿游号」で行く大内宿 共通割引きっぷ】発売！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=95 
 
●定期券購入者のご家族へ 500 円ワンコインきっぷ！！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=13 
 
●リーズナブルにゆったりと「東武フリーパス」で会津を周遊。  
[情報はこちら！] http://www.tobu.co.jp/riding/docs_tobu/c01.html 
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●リーズナブルな料金で、東京まで行けちゃう！（平成 22 年度運賃助成制度） 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=519 
 
●通学スタイルにあわせた通学片道定期券、新発売！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=726 
 
●12/1（水）～コロプラ☆乗り放題きっぷ感謝キャンペーン 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=164 
 
●週末は列車の旅でリフレッシュ！「ウィークエンドパス」 
[情報はこちら！] http://www.jreast.co.jp/tabidoki/service/twoday/ 
 
 

 
 
●「芦ノ牧桜ウォーク」実施します 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=620 
 
●「南会津桜ウォーク」実施します  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=114 
 
●平成 23 年度 駅からハイキング  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=602 
 
●2011 年 サイクリングラインナップ！「サイクル日和り」  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=725 
 
●2011 お座敷トロッコ展望列車出発！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=13 
 
●ちょっとお得！浅草宿泊パック  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=777 
 
●マイカー＆トレイン 回送サービス好評受付中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=789 
 
●どんどん成長してる！東京スカイツリー情報！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=536 
 
 

 
 
●会津鉄道ありがとう乗っ得ポイント実施中！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=795 
 
●自転車といっしょに出かけませんか？サイクルトレイン 4月より実施いたしま
す！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=800 
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●会津あかべぇ通信「ありがとうメルマガキャンペーン」実施中です！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=782 
 
●4/14（木）から受付開始！ 車窓・駅からのフォトコンテスト 2011 春  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=797 
  
●会津鉄道イベントカレンダーが出来ました！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=504 
 
●東武沿線見聞録「TOBUMARCO（トウブマルコ）」 2011 Vol.27 3・4 月号ができ
ました！近日中に最新版になります。ご覧ください！ 
[デジタルブックはこちら！] http://www.tobu.co.jp/marco/ 
 
●ゆるキャラコンテスト結果発表！！  
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=91 
 
●6 月 18 日より、「新型車両運行記念切手」を限定発売中！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?p=539 
 
●会津鉄道サポーターズクラブ会員募集中！ 
[情報はこちら！] http://www.aitetsuclub.com/ 
 
 
 ～「ばす駅長デザイントロッコ車両」運行開始記念新商品のご案内～ 

 
 珠玉のメッセージ入り「ポストカードブック 12
枚セット」(840 円）、売り切れちゃったのでまた
作りました！ 
 「ばすの 1日」DVD(30 分感謝価格盤 1500 円））、
ニャスカナスカの「ばすのウタ」CD（1000 円）は、
会津鉄道オリジナルグッズ「ばすの店」・西若松
駅・芦ノ牧温泉駅・湯野上温泉駅・会津田島駅内
やまびこの他、会津若松市内の各書店（(株）岩瀬
書店会津若松駅前店・西沢書店(株）会津アピオ

店・坂内書店(有）・ブックスなにわ会津若松本店・レオクラブツタヤ年貢店・レ
オクラブツタヤ会津アピオ店・レオクラブツタヤ滝沢店・レオクラブツタヤ神明
通り店）でお求めいただけます。 
 
◎会津鉄道オリジナルグッズばすの店！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/shop2/index.php 

 
 
 
 

◎ばす駅長プロモーションビデオ完成！！ 
[プロモーションビデオはこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=30 
 
◎ばす駅長ニュース！ 
[情報はこちら！] http://www.aizutetsudo.jp/info/?cat=22 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

4）会津のいい湯★セレクション◎会津高原温泉［南会津町］ 
 【名湯ぞろいの会津のいい湯をご紹介】 
 

 会津鉄道と野岩鉄道が接続する会津高原尾
瀬口駅から徒歩１分の場所に湧く会津高原温
泉。春から秋にかけての観光シーズンには、駅
を利用し尾瀬へと向かうアウトドア客で賑わ
う人気の温泉です。泉質は単純温泉で、源泉を
もつ一軒宿の「夢の湯」では宿泊の他、日帰り
湯も楽しめます。気軽に途中下車してのんびり
と温泉入浴はいかがですか。 
 
お問い合わせ先／夢の湯 TEL0241-66-3131 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

5）大内宿からラブレター from 佐藤 賢一（分家扇屋／手作りの店 宿工房） 
 【大内宿のみなさんが自慢のお店をご紹介いたします】 
 
「お客さまが喜ぶ顔を思い浮かべながら、作品を作ります」 

 「分家扇屋／手作りの店宿工房」というお店の名のとおり、
私が手作りした作品も店先に並べています。どれも評判が良
くて、特に版画はその場で刷ると皆さん喜んでくれますね。 
 お客様が来られた地方によって
好みが全然違いますね。     
私自身いろんなことに興味がある
ので、今後の手作り品はお店に来

てみないと何があるかわかりません。 
 うちのお店に来られた際は、ぜひ手にとって見ていって
下さいね。 
  
●定休日／無休 
●営業時間／8：00～17：00 
●お問合せ／分家扇屋  手作りの店 宿工房 TEL・FAX（0241）66-2078 
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

6）ふるさとの味再発見！会津の郷土料理 
【会津坂下町「ふるさとの味再発見」グループの皆さんが美味しいレシピをご紹介！】 
・地域に受け継がれてきた伝統の食文化を再発見し、農産物の美味しさを新たにお伝えする、すてき   
 な季節のレシピをご紹介します。 
 

●大根干し煮 
 
［材 料］ 
大根干し…50g 
じゃがいも…中サイズ６コ 
身欠ニシン…４本 
しょうゆ、砂糖、だし汁…適宜 
 
 
 

 
［作り方］ 
①大根干しは水に浸けて戻し、よく水洗いする。じゃがいもは皮をむき一口大に
切る。 
②身欠ニシンは水洗いし１本を２〜３片に切る。 
③鍋に材料を入れ、だし汁、調味料をひたひたに入れて煮る。 
 
［ワンポイント］ 
越冬野菜として保存されていた大根を利用し、春の日差しで作られる大根干し。
水でもどせば簡単に調理が可能です。洋風の味付けも美味しく仕上がりますので、
ぜひお試しください。 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

［編集後記］ 
春の日差しに香る梅の花が満開になり、薄紅の桜も次第にほころび始めました。 
４月下旬から５月上旬には一番の見頃を向かえます。風評に惑わされずに、ぜ

ひ会津の春旅をお楽しみください。 


